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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。)	 

 Wnt シグナル伝達は、ショウジョウバエからヒトに至る高等生物に保存されるシグナル伝達経路であり、細

胞の増殖、分化に極めて重要な役割をもつことから、その破錠はがんなどの疾患に関係が深い。本研究

は、Wnt シグナル伝達経路の細胞内制御因子である Coiled-Coil DIX1 (Ccd1)と Axin との複合体の X 線

結晶構造解析をおこない、Ccd1 と Axin との複合体形成とシグナル伝達経路を活性化する分子機構を原子

レベルで解明することを目的とする。 

 本研究では、Axin と Ccd1の複合体形成に必要とされる領域であるDIX ドメインをそれぞれ大腸菌を利用

して発現させた。アフィニティーカラム、イオン交換カラム、ゲルろ過カラムをもちいたカラムクロマトグラフィ

ーによって、Axin と Ccd1 の DIX ドメインを精製した。精製した試料をモル比 1:1 と 2:1 で混合し、限外ろ過

により濃縮して複合体試料とした。シッティングドロップ蒸気拡散法による結晶化スクリーニングの結果、そ

れぞれの試料から結晶を得ることに成功した。得られた結晶の組成分析をおこなったところ、モル比 1:1 の

試料から得られた結晶が Axin-Ccd1 複合体の結晶であることがわかった。さらに、放射光施設 Photon 

Factory における X 線回折実験の結果、Axin-Ccd1 複合体の結晶は、分解能 11.4Å までの回折を示した。

今後、得られた Axin-Ccd1 複合体の結晶について、結晶化条件の再検討をおこなうことで、X 線結晶構造

解析に適した高分解能の回折データを与える結晶を調製できる可能性を見出すことができた。 

キーワード	 ＦＡ	 X線結晶解析	 Wntシグナル伝達	 動的オリゴマー形成	 DIX ドメイン	 
	 
（以下は記入しないでください。）	 

助成財団ｺｰﾄﾞ	 ＴＡ	 	 	 	 	 研究課題番号	 ＡＡ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

研究機関番号	 ＡＣ	 	 	 	 	 	 シート番号	 	 

 



-	 2	 -	 

 

	 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。）	 

雑	 

誌	 

論文標題ＧＢ	 
Crystallographic characterization of the C-terminal coiled-coil region of mouse 
Bicaudal-D1 (BICD1). 

	 著者名	 ＧＡ	 Terawaki	 S.	 et	 al.	 雑誌名	 ＧＣ	 Acta Crystallogr F Struct Biol Commun	 

ページ	 ＧＦ	 1103～1106	 発行年	 ＧＥ	 2	 0	 1	 4	 巻号	 ＧＤ	 70	 

雑	 

誌	 

論文標題ＧＢ	 	 

著者名	 ＧＡ	 	 雑誌名	 ＧＣ	 	 

ページ	 ＧＦ	 ～	 発行年	 ＧＥ	 	 	 	 	 巻号	 ＧＤ	 	 

雑	 

誌	 

論文標題ＧＢ	 	 

著者名	 ＧＡ	 	 雑誌名	 ＧＣ	 	 

ページ	 ＧＦ	 ～	 発行年	 ＧＥ	 	 	 	 	 巻号	 ＧＤ	 	 

図	 

書	 

著者名	 ＨＡ	 	 

書名	 ＨＣ	 	 

出版者	 ＨＢ	 	 発行年	 ＨＤ	 	 	 	 	 総ﾍﾟｰｼﾞ	 ＨＥ	 	 

図	 

書	 

著者名	 ＨＡ	 	 

書名	 ＨＣ	 	 

出版者	 ＨＢ	 	 発行年	 ＨＤ	 	 	 	 	 総ﾍﾟｰｼﾞ	 ＨＥ	 	 

	 

欧文概要 ＥＺ	 

     The Wnt signaling pathway plays an essential role in cell growth, differentiation, polarity 
formation and neural development. Coiled-Coil DIX1 (CCD1) and Axin have a novel ability to 
form dynamic oligomers and the complex formation. To elucidate the interaction between 
CCD1 and Axin, we have been carried out structural studies of the CCD1-Axin complex using 
X-ray crystallography. We established the preparation of the DIX domains of both proteins, 
which are necessary for the dynamic oligomerization and the complex formation. We 
performed crystallization trials on the CCD1-Axin complex. The crystals were unsuitable for 
crystallographic analysis because their diffraction quality was poor (around 11.4 Å). 
Improvement of the crystallization condition is required for the structural analysis of the 
CCD1-Axin complex. 

	 


